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　明けましておめでとうござ
います。
　希望に満ちた新年を迎え、
皆様にはお健やかにお過ごし
のこととお慶び申し上げます。
　ここに公益財団法人黒部市
体育協会を代表いたしまして

謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
　さて、昨年を顧みますと、平昌オリンピックにお
いて、日本選手団が冬季五輪史上最多の13個ものメ
ダルを獲得し、また、女子テニスの大坂なおみ選手
やメジャーリーガーの大谷翔平選手など世界を舞台
に活躍する選手たちが国民に勇気と希望を与えてく
れました。
　本市におきましても、ＫＵＲＯＢＥアクアフェア
リーズがV１リーグ昇格を果たし、昨年11月からの
リーグ戦で熱い戦いを繰り広げており、これからの
活躍を期待するところであります。
　本会においては、競技力向上はもとより市民各層
から参加のもと、市民ひとり１スポーツの更なる普
及を目指し、市民体育大会やエブリバディスポーツ
デイ、スポーツ講演会など多彩なスポーツ行事やイ
ベントを開催いたしまし
た。
　なかでも、「第35回カー
ター記念黒部名水マラソ
ン」は、9,661名のランナー
が黒部を駆け抜け、2,800
名を超えるボランティアス
タッフのもと盛大に開催
することができました。本
年の第36回大会は、５月

26日に開催することとなりました。参加されるラン
ナーの皆様には黒部の自然や市民の温かさを堪能し
ていただくとともに、大会を支える人、沿道で応援
する人が一つとなり、笑顔あふれる大会になるよう
進めてまいります。
　また、世界的なスポーツ大会として、本年９月に
は日本国内においてラグビーワールドカップ、2020
年には東京オリンピック・パラリンピックが開催さ
れ、日本がスポーツの中心となり、国民のスポーツ
に対する関心がより一層高まりを見せることと思い
ます。
　本会といたしましても、市民の皆様の生活向上の
基盤は健康・体力づくりであることを念頭におき、
スポーツ振興に勇往邁進し、各種事業を推進してま

いりますので、皆様のより
一層のご理解とご協力を賜
りますようお願い申し上げ
ます。
　結びに、市民の皆様のま
すますのご健勝とご多幸を
心よりお祈り申し上げ、新
年のごあいさつといたしま
す。

新年のごあいさつ
（公財）黒部市体育協会会長　米屋　正弘

第13回黒部市民体育大会陸上（大運動会）＝昨年10月21日

第35回カーター記念黒部名水マラソン＝昨年５月27日
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　昨年11月11日、第36回富山県駅伝競走大会が
開催されました。富山県庁前を発着点として、
富山〜高岡間42.5㎞を12郡市18区間で争われ、
黒部市の選手が一丸となりタスキをつなぎまし
た。その結果、最終順位は11位でした。
　また、同日開催された小学生駅伝競走大会

（県庁周回コース：全10区間）の結果は６位で
した。

第3 6回富山県駅伝競走大会

区間 選手氏名 地　区
１区 山下　優嘉 若　栗
２区 堀内美沙樹 大布施
３区 角間　翔耀 宇奈月
４区 開澤　　蘭 大布施
５区 長崎　塁大 田　家
６区 笹川　桃花 大布施
７区 長田　滉平 大布施
８区 安達　京摩 村　椿
９区 山本　彩加 荻　生
10区 斉藤　　雄 三日市
11区 山本萌々華 宇奈月
12区 濱田　彪雅 三日市
13区 大盛　　梢 大布施
14区 宮崎　　翔 石　田
15区 柴山　吹雪 大布施
16区 川上　　玄 三日市
17区 竹中美沙紀 大布施
18区 石原　愛子 三日市

控え選手 中島　凰我 大布施
控え選手 吉松　桜雅 石　田
控え選手 長田　朋洋 大布施
控え選手 東山あづみ 宇奈月
控え選手 寺田　悠華 村　椿
控え選手 岩田　　栞 村　椿

黒部市選手団名簿

区間 選手氏名 学　校
１区 吉田　淳暉 村椿小学校
２区 山口真愛咲 宇奈月小学校
３区 若田　　涼 中央小学校
４区 朝倉りょう 石田小学校
５区 中陳　　匠 生地小学校
６区 友井　星那 生地小学校
７区 濵屋　充蔵 中央小学校
８区 森永　真由 たかせ小学校
９区 荒木　逞望 若栗小学校
10区 粥川　綾音 若栗小学校
友好 村田　皓英 村椿小学校
友好 島　　塁都 桜井小学校
友好 山科　結愛 中央小学校
友好 石田　優奈 生地小学校

富山県駅伝競走大会 小学生駅伝競走大会

2018-2019　V１リーグ女子開幕
　昨年11月３日に開幕した標記大会に地元
ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズが参戦し
ています。現在10試合を終え、２勝８敗
でEastern Conferenceの５位につけていま
す。（12月９日終了時点）
　１月５日はＪＴマーヴェラス、６日は埼
玉上尾メディックスと地元黒部で試合が行
われます。また、２月９日は久光製薬スプ
リングス、10日はＪＴマーヴェラスと同じ
くホームで対戦します。会場へ足を運んで
選手たちを応援しましょう！！

KUROBEアクアフェアリーズ大会スケジュール〔１・２月〕
月 日 曜日 会場 対戦カード

１

５ 土
黒部市総合体育センター

第３試合 対 ＪＴマーヴェラス
６ 日 第２試合 対 埼玉上尾メディックス
12 土 ウィンク体育館 第１試合 対 久光製薬スプリングス
13 日

ジップアリーナ岡山
第１試合 対 岡山シーガルズ

26 土 第２試合 対 岡山シーガルズ

２

２ 土 刈谷市体育館 第１試合 対 トヨタ車体クインシーズ
９ 土

黒部市総合体育センター
第３試合 対 久光製薬スプリングス

10 日 第３試合 対 ＪＴマーヴェラス
16 土 愛媛県武道館 第１試合 対 東レアローズ
17 日 ジップアリーナ岡山 第２試合 対 ＮＥＣレッドロケッツ

  第１回ゴールデンエイジカップアーチェリー大会  
　道添彩芽（宇奈月中）
  第32回全国都道府県対抗中学バレーボール大会　  
　河村圭太（宇奈月中）
  JFA第42回全日本U-12サッカー選手権大会　　　   
　濱野心温（三日市）

  平成30年度全国高等学校総合体育大会（ラグビー   
  フットボール競技）  

金澤優希・北條靖彦（浦山）・四十物翼（立野）・
立野雄太（愛本）・飯野海七太（生地）・石﨑大夢（東
布施）・松野翼（三日市）・諸橋塁（石田）

  春の高校バレー 第71回全日本バレーボール高等学校選手権大会  
　大前航世（大布施）・髙田剣（村椿）

〈区間２位〉15区　柴山　吹雪

がんばった！黒部市選手団 全国大会出場の皆さん
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問合わせ／（公財）黒部市体育協会
TEL 0765（57）2300イ ベ ン ト 情 報

■2019新春フェスティバル
・日　　時／１月４日㈮　10：00〜16：00
・場　　所／黒部市総合体育センター
・内　　容／

【メインアリーナ】
・新春卓球大会　９：00〜（受付８：30まで）

【サブアリーナ】
・お正月遊び・初スポーツに挑戦　10：00〜12：00
・ちびっこ教室ヒップホップダンス発表　11：00〜

【温水プール】
・ニューイヤーレッスン　Hotピラティス　11：00〜

【体育館エントランス】
・おしるこ配布　10：30〜　※なくなり次第終了
・ミニうどん配布　12：00〜　※なくなり次第終了

■2018-2019 Ｖ１リーグ女子
・期　　日／１月５日㈯・６日㈰
・場　　所／黒部市総合体育センター　メインアリーナ
・対戦カード／
　１月５日㈯　第３試合開始15：00〜
　　KUROBEアクアフェアリーズ ― ＪＴマーヴェラス
　１月６日㈰　第２試合開始15：00〜
　　KUROBEアクアフェアリーズ ― 埼玉上尾メディックス
　２月９日㈯　第３試合開始15：00〜
　　KUROBEアクアフェアリーズ ― 久光製薬スプリングス
　２月10日㈰　第３試合開始15：00〜
　　KUROBEアクアフェアリーズ ― ＪＴマーヴェラス
・入 場 券（前売り券）／
　SS席指定（１階ベンチ側） …… 4,500円
　SA席指定（１階主審側） ……… 4,000円
　Ｓ席自由（１階エンド側） …… 3,500円
　Ａ席自由（２階一般） ………… 2,500円
　Ａ席自由（２階中高生） ……… 1,000円
　Ａ席自由（２階小学生） …………500円
※指定席（SS・SA）はチケットぴあ・アクアフェアリーズ

事務局のみでの販売となります。

■親子スキー教室
・開 催 日／１月12日㈯・19日㈯・26日㈯
・会　　場／糸魚川シーサイドバレースキー場
・対　　象／ 小学生以上のスキー初心者、初級者、中級者

とその保護者
　　　　　　※ 初心者の参加者には、保護者の受講・付き

添いが必要
・定　　員／各50名　※定員になり次第締切
・参 加 料／ 親子１組１回7,000円、子ども１回3,500円

（リフト券・昼食・保険料込み）
　　　　　　※ 親子で参加の場合、追加１人につき子ども

2,500円、大人3,500円
・締　　切／各開催日の２日前　※水曜日休館
・申 込 先／黒部市総合体育センター内（公財）黒部市体育協会

■第13回黒部市民スキー大会
・期　　日／２月３日㈰
・場　　所／黒部市宇奈月温泉スキー場
・種　　目／ジャイアントスラローム
・参 加 料／未就学児・小・中・高校生（200円）、
　　　　　　一般（500円）、　親子リレー１組（500円）
・参加資格／市内在住、在学または勤務している方
・申込期限／１月28日㈪
・申 込 先／黒部市総合体育センター内（公財）黒部市体育協会

１

４㈮
５㈯・６㈰
12㈯
12㈯・13㈰	
19㈯
20㈰
26㈯・27㈰

2019新春フェスティバル
V１リーグ女子　アクアフェアリーズ　ホームゲーム
新川地区高校冬季卓球大会
県高校新人バスケットボール大会
黒部名水室内テニス
ティーボール大会
黒部カップフットサル大会（U-11・10）

メイン・サブ・温水プール
メイン・サブ
メイン・サブ
メイン
メイン
メイン
メイン・サブ

２

２㈯
３㈰
７㈭
９㈯・10㈰
11㈷
16㈯・17㈰
23㈯

新川地区高校冬季バスケットボール大会
黒部少年フットサル大会　藤森杯
富山第一高校入学試験
V１リーグ女子　アクアフェアリーズ　ホームゲーム
全国小学生ドッジボール選手権県予選
北信越ミニバスケットボール交流大会
紙ヒコーキ大会

メイン・サブ
メイン・サブ
メイン・サブ
メイン・サブ
メイン
メイン・サブ
メイン

市総合体育センター行事（１～２月）

お知らせ
■温水プールスタンプキャンペーン
　下記の期間中、温水プールにてスタンプキャン
ペーンを実施します。１回利用するとスタンプを１
つ押します。冬でも温かいプールを利用して運動を
する習慣を身に付けましょう！スタンプが貯まると
良いことがあるかも!?
■実施期間：１月５日㈯〜３月31日㈰　※水曜日休館
■対　　象：幼児・定期利用者を除くプール利用者

黒部市体育協会ＨＰにアクセス！
総合体育センターで開催されるイベントやスポー
ツ教室の受付案内・開催日程などをチェック！
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問合わせ：カーター記念黒部名水マラソン実行委員会事務局　 TEL：57－2307
【大会ホームページ】http://www.kurobe-taikyo.jp/road/

黒部名水マラソン

　昨年は、9,661名のランナーが黒部の街を駆け抜けました。第36回大会も「走る人」「支える人」「応援する
人」が笑顔になれる大会を目指します。
　今年も特別ゲストとして高橋尚子さんと柏原竜二さん（富士通株式会社）の参加が決定しています。前日の
トークショーや、ランナーの皆さんとのハイタッチなど、今年の大会も盛り上げてくれることと思います。

10,000名のランナーが黒部を駆け抜ける!!

2019年５月26日㈰開催

第36回カーター記念 エントリー
受付中！

■種目・種別
○マラソン、10㎞、車いす、５㎞
　３㎞（小学男女、３年生以上）
　ジョギング（３㎞）

■参加料
○マラソン
　一　般　8,000円
○10km
　一　般　4,000円、高校生　2,000円
○上記以外
　一　般　3,000円、高校生　2,000円
　中学生　1,500円、小学生　1,000円

■申込状況（12月22日現在）

○マラソン　残り 1,070名
○10㎞　　　残り 1,100名
○車いす　　残り     10名
※定員になり次第締め切りとなります。

約10,000名のランナーをサポートするため、約2,800名のボランティアスタッフを募集します！
主な業務内容は、①選手対応係　　選手受付や会場内の案内、スタート・ゴール地点の管理
　　　　　　　　②会場係　　　　会場周辺の交通整理や駐車場整理、会場内の美化活動など
　　　　　　　　③コース沿線係　 コース沿線でランナーへの給水・給食のサポート、紙コップの回収作業、
　　　　　　　　　　　　　　　　コース上の車両誘導や観客整理

全国から集まるランナーの皆さんをおもてなしの心で支え、笑顔溢れる大会
を一緒につくりませんか！？

ランナーを「支える」ボランティアを募集!!

【募集期間】
平成31年１月15日㈫

～

平成31年２月28日㈭

■申込締切　２月28日㈭
○マラソン・10㎞・車いす・
　その他種目
　（申込方法）
・インターネット
・専用払込取扱票


